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厳寒走 り込み大会を終えて               く
ニエ ｀

〉

2011年 12月 17日 ～ 2012年 1月 15宮  ま でのこの大会、今年 も参加
させていただきました。 こ んな面倒な企画を続けて下さる菊地 さんに感謝 してお
ります。
寒い日が続いており、雪の量 も多いようです。ジャーナル読者の皆さま寒中お見

舞い申 し上げます。
私の住む横浜ではこの期間中、雨は降 らなかったと思います。大会に参加 しても

具体的な目標はここ数年ありません。無理 して到達するような目標を立てる気持ち
もありません。
約 600Kmで 0,9掛けて 534Kmで した。この期間中 『大江戸 ・小江戸』の試

走 ランが 2回 ほど入り、少 し距離が伸びたかもしれません。年末年始の休 日は予定が
あったりして遂にこの期間中一番走れなかったです。目標がなくても一日も休みが入
らなかったのは少 しは気合が入っていたので しょう。以前の仕事よりも走 る環境がよ
くなっているのですが、全 くと言っていいほどの無駄走 りしいうか、結果が出ていま
せん。スピー ドの表えは加速するばかりです。

キロ6分 のスピー ドをいかに継続 して行 くか、そんな トレーニ ングをしているので
すが、思 うように結果は出せません。

先日も 『大江戸小江戸』ナイ トランで 107Km程 (川越～東京～川越)走 りました。
元実業国の江田良子さんの第ニグループに入っていたのですが、池袋で約 30Km。

その前から日は開きアゴが前に出て、何とか木場 (40K)ま ではついて行きました。
でもそこの休憩後、全 く足が止まり、グッドバイでした。キロ6分 乃至やや速いス

ピードでしたが、ベースに対するスタ ミナがない悲 しさです。
ただ、この先つぶれても良いとの思いで走 ったのでいい トレーニングはなったと思 っ

ています。
このところ痛切に感 じるのは、現在の自分の力量をいかに正確に把握するかと言 うこ

と
極寛抽1沿いの土手を走皆ぞ襟省ど!i啓暫房きなり9下 =絶 道 ぃ越されてしまいます。
そんなに速 く走 っているようには思えないのですが、私が遅すぎるのですね。
ナイ トランでも私よりも先輩の方、同輩の方、苦 もなく6分 ペースで走 っているのを

見ると私の力の具合がわかります。
他人は他人、マイペース行 くしかないので しょうが、現在の腰の落ちた走 りは改善 し

たいものです。良いア ドバイスがあったら教えて下さい。
笑い話でなく、そのナイ トランで同輩か ら 『高瀬さん !歩 くの速いですね』と言われ
『これでも走 っているのです !』 と、相手の方は申し訳なさそうにしてました。
鶴岡の男性の方 々は雪の中距離を走 ってます族じ北海道の一原師匠も雪 と氷の中で頑

張っておられますね !

ともかく、無事に終了して良かったです。 た だ現在、故障を複数かかえております。

トレーエングを続けているので、昨年の同時期の左足アキレス腱痛が、より悪化 して

元々Mt.Whiteny POrtalか らLone Pineへ の移動はヒッチハイクを考えて居たので、

渡りに船ともいえる。最悪の場合は町までの21キ ロは下りの舗装道路を歩くことも考えてた。但 し日中ここを

歩くのは可なり厳しい。気温が40度 にもなるからだ。

話しが極まり、めいめい勝手に降りだす。早く着いた方が、Pcrtalの Cafeで 待つ事に成っている。

1781, 1783, 19843, 1787, 1789, 1790, 17951798. 1821, 1839

残 して行つたザンクを背負いPortalに 向かう。3キ ロ半ほどガレ場を歩き、Trail crestに

着く。山頂からPortalま での16.6kmは 御負けである。Trail crest、 4161111、 この

水系での移動距離、37.lKm,登 り下りの合計、+1783m、 -1615m。

ここも分水嶺で、山道は新たな水系を降りていく。ここからは下る一方だ。最初の下りは険しい。旅の最後で

あり、ここ迄来て怪我をしては居られない。約心の注意をしながらガレ場の九十九折れを居 りていく。 1時 間も

降りると、危険な所はなくなる。氷河が残 した氷堆石がうず高く成つているのが左右に見られる。更に下ると雪

渓がある。そこを渡つて行くと、雪解け水の流れが現れる。最後のお水取りをする。

湖も川も毎日見てきたが、後数時間でこれらも見られなくなるのるのだ。早く里に下りたい気持ちと、もう少

し出に居たいという気持ちが交錯する。2時 間ほど降りていくと最初のCamp地 のテン トが見えて来る。登つ

てくる人にも出会 うようになる。いよいよ今日は人里にかえる。其れも2-3時 間の間に。入山前の事務所の入

り日での野宿も含め18泊 17日 の山暮らしも終わりだ。この間にCamp地 に熊の現れた形跡はなく、熊缶は

何時も前夜置いたままに成つて居た。実際に熊がCamp地 に現れるのはそう多くないのかもしれない。

Camp地 を過ぎ、更にLone Pine川 に沿つて下る。樹木がだんだんと高くなる頃、沢の幅が狭くな

つてくる。Camp地 を過ぎ1時 間ほど下ると、舗装道路が光つて見えて来る。Portalは 近いのだ。更に

降りて行くと赤いスグリが沢山成つている斜面があつた。何日か前にこんなのが有つたら良かつたのにと思いな

がら、少し食う。甘くて美味しいが、今は道草を食つている時間は無いので、又歩き出す。木立の中をジグザグ

下りPortalに 着く。3時 ごろであつた。Whitney Portal, 2539m、 この水系での移動

距離 13.l KIn,登 り下りの合計、+12m、 -1631m。

Yosemite Villageの Camp地 から入山口迄の距離や 3回 の迷道の距離を加えると、優に3

80Kmは 超えるであろう。これを17日 で歩いたことに成る。

瓶入りのオレンジジュースを買い、2人 で飲む。8月 5日 以来、久振 りの人里の味である。こんなに長く金を

一銭も使わず居たのは成人に成つてから初めてだ。汚物を用意されている専用のゴミ箱に入れ、直ぐに車に乗り

町に降りる。Johnの 車は我々の様な薄汚い輩が乗るのは適さない、立派なものだ。大きな九十九折れ道を降

りていく。周りは大きな岩石だらけの不毛の土地であろう。乾燥地帯で木は生えて居ない。緑が無いので外は可

なり暑そうだ。

直ぐに町に着き、同じホテルに泊まる。夜はこちらで招待し、一緒に食べる事にし、6時 にロビーで会うこと

にする。古く安いホテルで、部屋には トイレシャワーはない。取敢えずシャワーを浴び、2週 間以上の垢を落と

す。こんなに長く風呂もシャワーも使わなかったのも新記録だ。

娑婆の人間に帰り、John達 と100m程 北にあるMexicoレ ス トランに行く。チャンとした料理を食

うのも久振りだ。思い思いの品を頼み、好きな飲み物を飲む。山頂で一緒に成つた若い日本人も同席して、先ず

乾札 山の話が暫し続く。皆も疲れて居るので、早めに引き上げ寝る。久し振 りに普通の寝方が出来有難い。我々

が普通に出来ていることは全て有難い事なのだ。

しまったこともあり、無理 しないほうが良いで しょうが走っています。

いる賓慕ど曾季F卜
で結果が出ないのは仕方ないのですが、、何か私の場合空回りして

今年 も皆様と走ることで、つながって行ければと思ってます。今年 も宜 しくお願い申
し上げます。
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Los Angelesへ はバスと電革を乗り継いで行か

翌日は終日Lone Pineの 町で過ごす。小さな町で何も遺ることは無い。郵便局に行き、荷物が如何な    ,

つて居るのかを尋ねる。直ぐに所在は分かり、一つ北の町Bishopの 郵便局にあるという。終わつてしまっ    |

た事でごちゃごちゃ言つても取り返しはつかないので、明日の朝9時 にここの郵便局で受け取れる様要求する。    と

町には小さな群立図書館があり、誰でも使えるPC2台 ある。此処から家内宛のメーlyを出し、無事山を降りたこ    |

とを伝え、薄葉さんの家に電話し、その旨伝える様依頼する。又、予定より早くSanta Monicaに 着

くので、其の為の予約を入れるが満室との返事が返つてきた。原発や国内政治の混乱等改善せずに推移している

ことも確認出来た。ホテルのテレヒ
卓
には日本のニュースは先ず乗らない。 Internetを 見ればある程度の事は把握

できる。

里の生活はヤッパリ良い。僅かな金があれば、普通の物が食えるのだ。長い事食つて居ない果物を買つて食べ   |

る。陽をふんだんに浴びて熟れたここの果物は何でも旨い。久しぶりに葡萄酒も沢山飲んだ。

24日 小型のハ
｀
スで,スに向かう。′ヽ

'ス
は略満員で皆山から下りてきた連中だ。予約は前もつてして居るので問題

は無かった、利用出来なかった食料はハ
Sケ

ツに入れたまま持っている。捨てる気持ちになれないのだ。へい
°
スの薬

は早速飲む。症状は此れで治まる。′ヽ
Sス

は南に向かって走り、モハベ砂漠を通る。使用済みの飛行機を解体して

いる所もあつた。広大な土地のない所では出来ない仕事だ。

″

L a n c a s t e rの I B rで近郊電車にの り、L 5 s  A n g e l e s  U n i o n  S t a t i o nに 4時 前

に着きホテルを探すが適当な所は無いので、 Santa MOnicaに 向か う。此処は土地勘の無い所なので、

先ず空港に出る。′ヽ
｀
ス代は 7ド ル。其処か らSanta Monicaに 向かった。後で分かつた事だが、

Union StatiOn・ Santa Monicaは 直通 もハ
｀
スがあ り、安 くて早いのだ。 Santa

Monicaで ホテルを探すが、皆高い。
一晩 400-500ド ルする。海岸のリガート地で 8月 終わ りでも未だシ材

｀
ン

中で高いのだ。海岸から空港よりに戻り探したが、其処でも200ド ル程であつた。 2日 程此処で休養する。予

定より早く山を出たので余計な出費が発生するが致し方無い。町の中では野宿は許されていない。只食い物は余

って居るので何とか滅らしたい。燃料も有るので、ホテルの部屋でお湯を沸かしインスタン ト物を鋭意消化に努

めた。

今回の計画は色々欠陥があつた。モット繊密に計画を進めて居たら,更 に良い山行が出来た筈だ。大きな失敗

は、航空運賃が高い時期なので、先ずこれを抑える事を先行させたことであつた。出発帰国日をそれそれを8月

3日 と29日 と先に決めてしまつたのである。その後詳細を詰めて行くと、帰りのバスは週に3便 しか無く、麓

の町には25日 中には若いて居なければ成らない事に成る。計画をする場合、旅の総期間だけでなく、始めと終

わりの曜日は考慮すべき重要条件なのである。今回幸いな事に入山はギリギリで予定通り出来たが、週末であっ

たので、何か顔けば2-3日 遅れる可能性があつた。現地で手続きが必要な旅は週の中にはそこに着いて居るこ

とが必要で、帰りの空港までの交通の便も事前に確認 しておく必要がある。

週末にあたる27-28日 は予約しいたYouth Hostelに 泊まる。海に近く何かと便利なHos一

telだ 。Hostelに ついて先ずやつたことは、持って行つた衣類全てを流うことであった。大きな洗濯機

があり、2人 分が楽に入る。乾燥器もあり2時 間ほどで乾燥まで出来る。その間バスタオルを巻いて部屋で待つ

ていた。何しろ全部洗濯機に入れてしまったからだ。

観光地Santa Monicaの 広大な砂浜を丸 2日 ユックリ歩き、疲れも多少取れたような気に成る。上

曜の夜はDevyと 夕食を共にし、最後の晩餐はお世話に成つた薄葉 さんを招待 して、町の真ん中の

Shopping Ma11に ある居酒屋に行った。名前は忘れたが日本語の書いた提灯等が沢山表に飾つてあ

り、表で飲んだ。中に入ると、中も非常に広く、日本の館柄酒は驚く程取り揃えてあつた。値段もしつかりした

もので、4合 瓶で7000円 程した。この他赤ワインを一本開けてHostelに 返つた。この程度では未だ足

りないない程のお世話に成つたのだ。僕は幸せ者だ。多くの優れた友達を持ち、必要な手助けは必ず得られるの

だ。今回も最も適 した同行者が簡単に見つかつた。彼に何故簡単に同行を決めたのかを聞くと、退職後日本一周

の走り旅を終え、当面次の大きな計画が無かつたので、乗る事にしたのだいう。之も一つの運であろう。

僕は旅は体力だと思つているが、Travelは Troubleだ と言う人もいる。今回も確かにTrou一

bleは あった。最初に出火事があり列車が遅れ計画が最初からおかしく成るとこであつたが、これは金で何と

か解決できた。2つ 目は丸 1日以上道に迷つた事である。これは英の後時間を掛けて、遅れを取り戻せた。3つ

目は折角用意して送つた食料品が中継点で得られなかった事だ。之は代替品で何とか山行が続けられた。計画通

りにスンナリ行く旅は僕の場合余りない。何か計画を狂わす外乱が入るのだ。外乱を取り除き、如何に帳尻を合

わせて行くかも旅の楽しみかも知れないと思つている。

色々あったが無事帰国出来たので本計画は辛うじて可であろう。

上記は踏破後 3か 月余り立ってから、計画書、地図、案内書、薄葉さんの取つた写真 1200枚 余りを見なが

ら記憶を甦らせて縁つたものである。毎日見る物は新鮮で皆締麗に見えた。倒木した木の根、火事等で樹皮を失

い丸裸で岩肌に立つ木々、全て自然にあるものは美しい芸術品だ。花や動物等に関してもモット書きたいことは

沢山あるが、主として隆起花簡岩帯の氷河の形成した山、川、湖に関して記した。

旅の総費用は,航空運賃、145000円 、現地ホテル代、交通費、食事代合わせても20万 円には成らない。

十分自然を堪能出来たので、高い物とは思えない。最高の観光は自分のltpですべきだ。今回我々が歩いた所は3

つの国立公園、2つ の自然保護区の中の一本の線に過ぎない。これらの地域は南北に300Km,東 西 50Km

以上に渡る広範な地域であり、JMTか ら逸れた景勝の地は沢山ある。出来る事ならこれらの出や湖にも行きた

いものだ。その際大事なことは食料の補給をどうするかだ。
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